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第 1 回伊賀市空き家等対策計画策定協議会記録 

 

日  時 平成 27 年 12 月 2 日（水）午後 2 時～午後 4 時 20 分 

場  所 伊賀市ゆめぽりすセンター 2 階 東会議室 

出席委員 森下委員 島井委員 桑原委員 浅野委員 辻岡委員 相原委員 奥出委

員 上山委員 神戸委員 川合委員 石橋委員 乾委員 辻上委員 

欠席委員 前川委員 

アドバイザー 三重県県土整備部住宅課 仲矢 

オブザーバー ランドブレイン㈱廣畑他 2 名 

事 務 局 人権生活環境部 大橋部長 市民生活課 月井課長 上地主査 豊味主査 

傍 聴 者 1 名 

出席者２１名+傍聴者１名 

 

会議進行記録  

 （進行 市民生活課長） 

１．開会 人権生活環境部長 挨拶 

２．委嘱状交付及び委員紹介並びにアドバイザー、オブザーバー、事務局紹介 

３．会長の選任  会長 浅野委員 

４．会長就任挨拶（会長） 

５．副会長の指名 副会長 辻上委員 

６．計画策定経過と今後のスケジュール（市民生活課長説明） 

７．協議 

 （１）空家等対策計画における概要説明（市民生活課長） 

 （２）（仮）伊賀市空家等対策計画（第１、２章）について（ランドブレイン㈱） 

８．その他 次回開催日時、場所説明 

９．閉会 
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第 1 回協議会記録 

 

司会  ただいまから「第１回伊賀市空き家等対策計画策定協議会」を開催いたします。 

公私何かとお忙しい中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

私、本日の議事に入りますまでの進行を勤めさせていただきます、市民生活課

の月井と申します。どうぞ宜しくお願いします。 

本日の協議会については、「伊賀市自治基本条例」並びに「伊賀市情報公開条

例」の規定により会議を公開しますことと、審議会等会議の公開に関する要綱に

基づく議事録作成のため録音させていただきますことをご了承いただきたいと

思います。 

本日は、全委員 14 名のうち 13 名の皆様にご出席いただいており、半数を超

えていますので、本協議会設置要綱第７条第２項の規定により、会議が成立して

いることをご報告申し上げます。 

それでは、まず人権生活環境部長の大橋からご挨拶申し上げます。 

人権生活環境部長  皆様こんにちは。人権生活環境部長の大橋と申します。 

 皆様方には本日は何かとご多用のところ、こうして第 1 回『空き家等対策計画

策定協議会』にご出席いただき、誠にありがとうございます。また、このたび委

員への就任をお願いさせていただいたところ、快く承諾いただきましたこと、重

ねてお礼申し上げます。 

日頃は伊賀市の市政の推進に関しまして、格別のご理解とご協力、ご尽力を賜

っておりますことを、この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。 

 さて、近年、少子高齢化、人口減少、地域経済の低迷など社会情勢の急激な変

化に直面する中、空き家の問題が全国で大きな社会問題となってきております。

平成 25 年に実施された住宅・土地統計調査によりますと、全国で約８２０万戸

の空き家があると推計されています。また、野村総研が住む人のいない住宅の有

効活用や撤去といった適切な対策が進まなければ１８年後には空き家が２千万

戸を超えるとの推計を出しており、住宅の新築制限を含めた抜本対策を提言して

います。 

    こういったことからも、空き家対策は現在の状況だけでなく、将来を見据え、

直ちに取り組まなければならない喫緊の課題といえます。 

    伊賀市においても、空き家の増加が深刻な問題となり、管理が不十分な空き家

が防災面、防犯面、生活環境・景観保全などの面から市民生活に悪影響を及ぼし、

地域や周辺住民から苦情が出始めるといった状況にあります。  

市では平成２５年４月から「伊賀市空き家の適正管理に関する条例」を施行し、

いわゆる迷惑空き家の対策に取り組んできたところですが、十分成果を挙げられ

ていないのが現状であり、さらに一歩踏み込んだ抜本的な対策が急務であるとの
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認識を強くしております。   

本年５月２６日に「空家等対策特別措置法」が全面施行されたのを受け、伊賀

市としては管理不全な空き家の対策に加え、活用可能な空き家を地域資源と考え、

その空き家の利活用も含めた、特措法第６条に基づく空き家対策計画を策定して、

総合的、計画的に取り組んでまいりたいと考えています。 

その前段として、すでに市全域の空き家の実態も地域の協力もいただき、外観

からですが調査しており、データベース化していく予定をしております。 

本協議会はその計画策定のための協議機関であり、委員の皆様方からは専門的

な視点からのご意見、ご教示を賜りたいと考えております。 

また、空き家対策については、市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」にも

位置づけており、移住・交流といった地方創生という観点からも推進してまいり

たいと考えております。 

本日の会議では、まず、これまでの計画策定経過と今後のスケジュールを説明

させていただき、空き家等対策計画における概要、（仮称）伊賀市空き家等対策

計画(第１章、第２章)について素案を示させていただき、ご意見を頂戴したいと

思います。 

今後は具体的にどんな施策が有効か、どんな施策が必要なのかを十分検討し、

行政の役割は当然ですが、地域の役割、民間活力等も含め、実効性のある計画と

したい考えております。なにぶん、前例の乏しい計画であり、専門的見地から皆

様方の英知を拝借したいと思っております。どうか積極的なご意見、慎重審議賜

りますことをお願い申し上げ、冒頭のごあいさつとさせていただきます。本日は

本当にご苦労様です。 

司会  続きまして、事項書第２項の「委嘱状交付及び委員紹介」に移らせていただき

ます。 

委員の皆様のお名前を読み上げさせていただきますことで、ご紹介とあわせて

委員の委嘱とさせていただきますのでご了承いただきたいと存じます。 

司会  友生地区住民自治協議会 会長 森下 政實 様 

委員 森下でございます。宜しくお願いします。僭越ではございますが、お手元にＮＰ

Ｏ法人を通じまして空家に関する事業を実施しましたその結果資料を配らせてい

ただきました。（友生地区の事ではございませんが） 

司会  島ヶ原地域まちづくり協議会 会長 島井 不二雄 様 

委員 島井です、どうぞ宜しくお願いします。 

司会  津地方法務局伊賀支局 登記統括監 桑原 和義 様 

委員 桑原でございます。どうぞ宜しくお願いします。 

司会  三重大学大学院工学研究科建築学 准教授 浅野 聡 様 

委員 浅野です、宜しくお願いします。 
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司会  三重県伊賀警察署生活安全課 課長 辻岡 正美 様 

        遅れていらっしゃるとお聞きしております。 

司会  一般社団法人 三重県建築士事務所協会 常任理事 相原 清安 様 

委員 相原と申します。宜しくお願いします。 

司会  公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会 代表 奥出 豊司 

委員 奥出と申します。宜しくお願いします。 

司会  公益社団法人 全日本不動産協会三重県本部 代表 前川 伸二 様は本日

ご欠席です。 

司会  三重弁護士会 推薦弁護士 上山 秀實 様 

委員 上山と申します。宜しくお願いします。 

司会  三重県土地家屋調査士会 会長 神戸 照男 様 

委員  神戸でございます。宜しくお願いします。 手前みそではございますが、机の

上に資料を配布させていただいておりますが、その中の絵本でございますが、境

界問題、又、基準点問題等深く掘り下げて完成した絵本でございますので、宜し

くお願い申し上げます。 

司会  三重県司法書士会 伊賀支部長 川合 良司 様 

委員 川合です、宜しくお願いします。 

司会  上野商工会議所 副会頭 石橋 正行 

委員 石橋でございます。宜しくおねがいします 

司会  社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会 乾 光哉 様 

委員 乾です、宜しくおねがいします。 

司会  伊賀市 副市長 辻上 浩司 

委員  辻上です、どうぞ宜しくお願いします。部長からの挨拶にもございましたが、   

伊賀だけでなく、全国各地の空家の危険防止又、活用計画をしっかりと計画し、

又、具体的な実行に移していきたいと考えております。 

司会  以上１４名の皆様でございます。委員の任期ですが、本日から来年３月３１日

までとなっております。 

なお、委嘱状につきましては、お手元に配布させていただいておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

なお、アドバイザーとして三重県県土整備部住宅課の仲矢 様 

また、本計画の策定業務を委託しております、ランドブレイン株式会社に、オ

ブザーバーとして出席いただいておりますのでご紹介させていただきます。 

続きまして、事務局の紹介を行います。 

人権生活環境部長 大橋です。 

市民生活課 主査 上地です。 

市民生活課 主査 豊味です。 
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最後に本日の司会進行をさせていただいている、市民生活課長 月井です。 

続いて、事項書第３項の「会長、副会長の選任について」ですが、協議会設置

要綱第５条第２項の規定により、会長は委員の互選により選出することとなって

おりますが、選任方法についてはいかが致しましょう。 

委員  事務局一任 

司会  事務局一任のお声がありましたが、事務局案をご提案させていただいてよろし

いよろしいですか。 

委員 異議なし。 

事務局 ありがとうございます。事務局案としまして会長は 浅野 聡様 にお願いし

たいと存じますがいかがでしょうか。 

委員 異議なし。 

事務局 ありがとうございます。それでは、会長は 浅野 聡様 にお願いいたします。

それでは、会長にはお席をご移動お願いいたします。 

それでは、只今、会長に選出されました浅野様から一言ご挨拶いただきたいと

思います。 

会長 三重大学の浅野と申します。どうぞ宜しくおねがいします。 

    私は、伊賀のまちづくりで、旧上野市又、大山田等に関わってまいりました。     

専門は、都市計画の分野でございまして、該当の建築及びいろんな街つくり     

等に携わってきました。新しい空家の法律に則して、伊賀市の実情に合った街つ

くりを進めたく思います。委員皆様方のご協力等宜しくお願いします。 

事務局  ありがとうございました。次に、副会長ですが、協議会設置要綱第５条第２

項により、副会長は会長が指名することになっておりますので、会長に指名をお

願いしたいと思います。 

会長 副会長には、伊賀市副市長 辻上様をご指名させていただきたいと思いますが、

皆様いかがでしょうか。 

委員 異議なし。 

会長 それでは、辻上副市長、副会長をお引き受けいただけますでしょうか。 

辻上委員 はい。 

事務局  それでは、会長の指名により、副会長には伊賀市副市長とさせていただきま

す。それでは、お席の移動をお願い致します。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

本協議会設置要綱第７条第１項の規定により、本協議会の会議は会長が議長に

なることとなっていますので、ここからは、会長に議事進行をお願いしたいと思

います。 

会長 資料を事務局にて準備していただいておりますので、資料に従って検討に     

入っていきたいと思います。ご意見、ご質問等ございましたら、適宜宜しくお願
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いします。 

事務局より資料の確認をお願いします。 

事務局  事務局から資料の確認をします。事前にお配りしました事項書と協議会資料

書かれた冊子と計画冊子が各一部、それから、本日お配りした、空家等対策特別

措置法の概要、伊賀市地勢と書かれたカラー刷りした冊子が各１部お手元にござ

いますか。 

    それでは、引き続き、事項４ 計画策定経過と今後のスケジュールの説明をさ

せていただきますが、よろしいでしょうか。 

会長 はい。 

事務局  お手元の協議会資料５、６ページをお開き下さい。５月 11 日に市長、副市

長との空家等対策についての協議を行い、本計画策定を行う方針で決定しました。

5 月 26 日には、空家等対策特別措置法が完全施行されました。7 月 3 日から㈱

ゼンリンの空き家情報の取得を目的に業務委託を行い、同日から第 1 次空家等実

態調査が開始され、8 月 27 日に空き家情報の受領を行いました。その結果を基

に、各地域の空家等と特定された住宅についての判定を、第 2 次調査として 9

月 1 日から 10 月 31 日の間で行いました。8 月 10 日、9 月 30 日、10 月 1 日

10 月 2 日、11 月 16 日、11 月 17 日に空家等対策専門部会を開催し、特定空家

等の判定基準、移住定住交流跡地利用、福祉分野活用、空家化の予防の５つの部

会に分かれて検討を行いました。 

    また、計画策定庁内検討会議を 11 月 26 日に開催し、12 月 2 日第 1 回協議会

を本日開催させていただいております。 

    今後のスケジュールですが、1 月 14 日には、第 2 回協議会を予定しています。

1 月には、地域別ワークショップの開催を計画しており、各管内 6 地域で開催を

予定しています。同月には福祉分野活用ニーズ調査も計画しています。2 月、3

月には、第 3、４回協議会を予定しています。 

    以上です。 

会長 計画策定経過と今後のスケジュールについてのご意見、ご質問はございませんか。 

    無いようですので、次の協議事項に移らせていただきます。５ 協議事項の括

弧１ 空家等対策計画における概要についての説明を事務局からお願いします。 

事務局  空き家は、全国的にも非常に問題になっていることから、国では昨年 11 月

に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、本年５月 26 日に完全施

行されました。 

伊賀市では、平成２５年４月から「空き家の適正管理に関する条例」を制定し、

地域等から申し出のあった適切に管理されていない空き家について、所有者に指

導や勧告等を行ってきましたが、その多くは改善されていないのが現状です。 

そこで、本市としましても、特別措置法に基づく空家対策計画を策定し、利活
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用も含めた総合的な空き家対策を計画的に推進していきたいと考えています。 

それでは、今回、計画を策定する上で指針となります「空家等対策の推進に関

する特別措置法」の概要をご説明させていただきます。スクリーンをご覧くださ

い。また、スクリーンと同じものを机にも配布させていただいております。 

 この特別措置法は、適切に管理されていない空家等が防災、衛生、景観等、地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、地域住民の生命・身体・財

産の保護、生活環境の保全と合わせて、空家等の活用のための対応が必要である

ということから制定されました。 

次に定義ですが、この特別措置法において「空家等」とは、建築物又はこれに

附随する工作物であって、居住その他の使用がなされていなことが常態であるも

の及びその敷地をいいます。 

具体的には、概ね１年間居住していないものを「空家等」と定義しています。 

次に「特定空家等」ですが、空家等のうち 

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあるもの 

②著しく衛生上有害となるおそれのあるもの 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっているもの 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である空

家を「特定空家等」と定義しています。 

次に施策の概要ですが、この特別措置法では、空家等はその所有者が適切に管

理することを前提としながらも、国、都道府県、市町村それぞれの責務を規定し

ています。市町村においては、空家等対策計画の策定や空家等の調査、また、デ

ータベースの整備等を努力義務としています。 

伊賀市では、この規定に基づき、空家対策計画を策定し、空家の実態調査やデ

ータベースの整備を行っているところです。 

また、「特定空家等」への措置として、所有者への助言又は指導、勧告、措置

命令などを経て、最終的には市長が行政代執行をすることができる規定となって

います。 

このほか、空家等対策の円滑な実施のための、財政的な補助や税制上の措置な

どが規定されています。 

次に、空家対策計画に関する事項について、ご説明させていただきます。次の

資料をご覧ください。 

特別措置法では、空家対策計画に定める事項が規定されています。 

「１ 空家対策を行う対象地区及び対象とする空家等の種類のほか、空家等対

策の基本的な指針」、「２ 計画期間」、「３ 空家等の調査に関する事項」、「４ 所

有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項」、「５ 空家等とその跡地

の活用の促進に関する事項」空家やその跡地について、地域に応じた利活用の方
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策や、空家を流通させる方法等を検討し、計画に定めます。「６ 特定空家等に対

する措置」、「７ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項」、空家

に係る相談窓口やその体制などを定めます。「８ 空家等の対策の実施体制」、空

家の問題は多岐に亘ることから、各部局の役割分担や他の関係団体との連携など

も定めます。」、「９ その他空家等対策の実施に関し必要な事項」以上が、空家等

対策計画の概要でございます。 

会長 事務局から説明のあった事項について、ご意見、ご質問等ございますか。 

    無いようですので、次の括弧２、仮称伊賀市空家等対策計画第 1 章、第 2 章

についての説明をお願いします。 

ランドブレイン 伊賀市の地勢について、説明します。伊賀市は三重県の北西部に位置

し、北は滋賀県、西は京都府、奈良県に接し、近畿圏、中部圏の２大都市圏の中

間に位置し、それぞれ約１時間の距離です。 

伊賀市は、東西約 30 キロメートル、南北約 40 キロメートルの縦長で、面積は

約 558 平方キロメートルになります。標高は最も低いところで 77m（島ヶ原・木

津川）、最も高い山上で 957m（青山・尼ヶ岳）です。 

次に、伊賀の歴史ですが、当地域は京都・奈良や伊勢を結ぶ大和街道・伊賀街

道・初瀬街道を有し、古来より都（飛鳥、奈良、京都など）に隣接する地域とし

て、また、交通の要衝として、江戸時代には藤堂家の城下町や伊勢神宮への参宮

者の宿場町として栄えてきました。このような地理的・歴史的背景から京・大和

文化の影響を強く受けながらも独自の文化を醸成し、伊賀流忍者や俳聖松尾芭蕉

や横光利一のふるさととして、また、吉田兼好ゆかりの地としても広く知られて

おり、歴史文化の薫る地域となっています。 

次に、住民自治ですが、伊賀市では、伊賀市自治基本条例に基づき、３８の住

民自治協議会が設立され、住民自治協議会と地域課題を解決する諸団体等が連携

し、まちづくりを進めています。 

次に、交通ですが、伊賀市では、自動車利用率が平日で７割、休日で８割に達

しており、車の利用が市民生活に深く根付いています。 

また、公共交通のうち、鉄道は大阪から名古屋を結ぶルートとして、市の北部

にＪＲ関西本線、南部に近鉄大阪線が横断し、これらを結ぶ形で、伊賀鉄道が中

心市街地を通って、南北に縦断しており、鉄道網には恵まれています。 

次に、土地利用ですが、伊賀市は、東西約 30 キロメートル、南北約 40 キロ

メートルの縦長で、面積は約 558 平方キロメートルになります。 

土地利用としては森林が全体の約 62％を占める一方、農用地が約 14％、宅地

は約 5％となり、森林などの自然と共生しています。 

次に、想定される地震と津波ですが、プレート境界型地震や内陸型直下型地震 

の被害想定で、伊賀市に深刻な被害をもたらすことが想定されるプレート型直下
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型地震では、南海トラフ地震、内陸型直下型地震では、「頓宮断層帯」が県内に

存在が確認されています。 

南海トラフ地震では、伊賀市は、内陸部に位置していることから津波被害想定 

はなく、地震被害の大半が震度５強、一部の地域で震度５弱と想定されています。 

断層型地震の頓宮断層帯を震源とする地震では、伊賀地域を中心とした地域で、

震度６弱、一部の地域で震度５強と想定され、県内では発生確率の高い断層にな

っています。  

次に火山帯では、近畿地方及び紀伊半島には活火山はありません。 

    続いて、住宅を取り巻く社会の変化について説明します。 

    伊賀市の人口減少の進展では、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計では、

伊賀市の人口は、２５年後の２０４０（平成５２）年には、約 7 万人になると推

計されています。 

    次に、人口の自然動態、出生死亡では、平均すれば 400 人弱程度の減少で推

移しています。 

    次に、人口の社会動態、転入転出では、転出超過が始まった 2006（平成 18）

年以降の社会動態では平均すれば 300 人弱程度の減少で推移しています。 

    次に、人口移動の状況では、２０１０（平成２２）年度の従業・通学による人

口の移動状況では、昼間人口が夜間人口を上回る流入超過で、昼夜間人口比率は

約１０４％となっています。 

    次に、圏域別転入者状況では、近畿圏からの転入、転出者が多くなっているこ

とがわかります。三重県は中部圏に位置しますが、伊賀市の経済圏は近畿圏に近

いことがわかります。 

    次に、外国人住民数の推移では、外国人住民の総人口に占める外国人比率は伊

賀市４．３７％で、木曽岬町４．３１％で、鈴鹿市３．４６％で三重県の中でも

最も高く、人口動向に与える影響は大きいものと考えられます。 

    次に、就労と事業所では、事業所数は、1986（昭和 61）年をピークに減少傾

向の中、2009（平成 21）年には上昇に転じています。従業員数は、ほぼ増加傾

向を維持しています。 

    次に、住宅の状況、専用住宅数では、専用住宅の約 7 割は持ち家が占めていま

す。 

    次に、住宅の状況、地域別戸数では、専用住宅数 32,980 戸のうち、上野が約

６割を占めています。 

    次に住宅の状況、建築時期別住宅数では、昭和 46 年から昭和 55 年にかけて

建築された住宅が最も多く、次に昭和 56 年から平成 2 年が多くなっています。 

    次に、住宅の改善状況では、2005(平成 17)年現在、1981(昭和５６)年以前に

建築された木造住宅戸数は 10,529戸、そのうち新耐震基準を満たす住宅は1,363
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件、12.9％となっています。 

    次に、住宅の供給状況では、2010(平成 22)年以降の新築着工戸数は全体で平

均 370 戸で推移し、そのうち持ち家は平均 250 戸で推移し微増傾向となってい

ます。  

    続いて、空家の現状と課題では、全国の空き家の種類別推計では、空き家総数

は 1993 年～2013 年においてほぼ倍増。空き家率は 9.8％から 13.5％に上昇し

ています。  

    次に、空き家率は別荘の多い山梨県、長野県等で高くなっています。長期不在

や取り壊し予定等の空き家である「その他の住宅」は鹿児島県、高知県が高く、

三重県も 9 位となっています。  

    次に、空き家の発生による問題点では、空き家発生に伴う影響としては、風景、

景観の悪化が最も多く、次いで、防災、防犯機能の低下が上げられています。 

    次に、空き家の総数では、伊賀市の空き家率は、2013（平成 25）年で 17％

を占めています。この水準は、都道府県別集計ではベスト 10 に入ってくる比率

です。 

    次に、伊賀市空き家等の適正管理条例実施状況では、条例の申出件数が１０５

件あります。 

    次に、相談状況ですが、改善の意思無しについてでは「解体・改修費用が捻出

できない」が 19％、「遠方で管理できない」が 12％、「高齢で管理できない」が

9％といった相談が多くなっています。 

    次に、空家等実態調査結果では、空き家等は 2,512 戸（専用住宅総数の 7.6％）、

内危険等と判断されるものは 1,161 戸（46.2％）、利活用可能空き家は 1,351 戸

（53.8％）となっています。 

    次に、管内別調査結果では、空き家戸数は上野に最も集中し、1,651 戸、65.7％

を占めています。空き家率も上野が 8.3％で最も高くなっています。地域別では、

中心市街地エリアが高くなっています。 

    次に、空き家のうち使えるものと使えないものの実態の上野地域では、1,631

戸の空き家の中で 1,372 戸(84.1%) が使用できるものです。伊賀・島ヶ原・阿山

のＪＲ関西線沿線地区は、447 戸の空き家のうち 371 戸(83.0%) が使用できるも

のです。大山田・青山の近鉄沿線地区では、414 戸の空き家のうち 339 戸(81.9%)

が使用できるものです。  

    続いて、今後の空き家等対策計画における調査の方針では、空き家等所有者実

態調査を現在、アンケート方式により実施しています。質問のテーマと質問の項

目については、空き家の所在地、年齢、住まい、就労状況、世帯年間総収入、空

家等対策特別措置法の周知について、回答者との続柄、生存状況、付問として、

相続手続き、状態、用途、建物構造、築年数、住まなくなった時期、家財道具の
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残存状況、仏壇の残存状況、住まなくなった理由、住める状態か否か、将来空き

家に住むか、空き家の今後の活用、付問として、空き家を貸し出す条件、貸家の

問題点は、「修繕・除去費用助成制度」の利用意向、「空き家バンク登録制度」の

利用意向、「空き家維持管理制度」の利用意向、維持管理の主体、建物の維持管

理の頻度、敷地の維持管理の頻度、「防災拠点としての活用」への意向、「空き家

の寄付制度」利用意向、「福祉施設として活用」利用意向、「空き家を利用した移

住・定住建物への利用」への協力意向、「地域のまちづくり活動と不動産事業者

等専門家と連携した空き家の流通促進」の推進意向、自由意見など、３５項目の

質問と２項目の付問について聞いています。 

    次に、地域別ワークショップを 1 月中旬に計画しています。 

    続いて、地方移住意識の分析では、全国調査の参考として、内閣府世論調査や

国土交通省が行った調査、まち・ひと・しごと創生本部が行った調査を分析した

ものを使用しています。まず、地方移住の意向では、男性は、20 代から 40 代に

かけて移住意向が強く、その後弱くなり、70 代になって再び意向が強くなりま

す。女性は、20 代から 30 代まで強くなり、その後弱くなり、70 代になってま

た意向が強くなります。男性と女性の差は地域社会との関わりが影響していると

考えられます。 

    次に、地方へ移住する条件では、地方移住への条件は、現状の生活利便性をあ

る程度維持しながら、適切な就業環境が条件となります。 

    次に、地方移住希望者のタイプでは、若い世代は、地方でも都市部の利便性を

求めています。60 代以上の層では、地方の都市部希望の他、農山漁村の田舎暮

らしの指向も加わります。全ての階層に共通しているのはある程度の生活利便を

求めています。 

    次に、地方移住の魅力では、比較的多くの地方移住希望者は地方の都市部を希

望しており、「自然の豊かさ」を農山漁村地域に直接的に求めているわけではな

く、地方の都市部の自然へのアクセスの良さ等に「自然の豊かさ」を感じている

ことが推察されます。 

    次に、移住しやすい街として伊賀市では、朝日新聞出版社が発行する週刊誌「ア

エラ」に掲載された「特集・移住しやすい街１１０」において、最上位の三ツ星

（全国で 23 市）クラスの街として選ばれました。伊賀市は、人口規模が近い人

口 8 万人から 10 万人の民力総合指数において、伊賀市は 98.8 で、中部圏、近

畿圏の中ではトップとなっています。「民力」とは、地域の諸条件データについ

て「生産・消費・文化・暮らしなどの多様な分野にわたって国民(市民活動)が持

っている「力」である」と定義し、市区町村別に関連する各種データを指数化す

るものです。 

    次に、移住しやすい街伊賀市のライバルとなる、民力指数が高い全国の市では、
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十和田市、つくば市、佐渡市、加賀市、伊那市、高山市、美濃加茂市、丹波市、

浜田市、三次市、阿南市、伊万里市、山鹿市、合志市、中津市、宇佐市、鹿屋市、

日置市、霧島市、姶良市、豊見城市、宮古島市の２２市があげられます。 

続いて、既存住宅の流通市場の既存住宅の流通状況では、住宅・土地統計調査

により専用住宅の持家取得の内訳をみると、2013（平成 25）年では、「新築(建

て替えを除く)」が 30.6％で最も多く、ついで「新築の住宅を購入」が 21.6％、

「中古住宅を購入」は 13.8％となっています。2003（平成 15）年～2013（平成

2５）年の過去 10 年間の推移をみると、「新築の住宅を購入」、「中古住宅を購入」

は増加傾向にあります。 

最後になりますが、既存住宅流通市場の国際比較では、日本の既存住宅流通は

先進諸国との国際比較で極めて少ない状況です。アメリカは 90.3％、イギリスは

85.8％、フランスは 64.0％で、日本の住宅市場は新築偏向型となっています。 

会長 ただ今ご説明いただきました内容につきまして、ご質問、ご意見等ございました

ら、ご発言宜しくお願いします。 

委員   ２１ページの調査につきまして、自治協議会数に誤りがあるので修正をお願

いします。 

会長 住民自治協議会は２１自治協議会が正しいということなので、修正をお願いしま

す。 

委員  いくつか質問がありますが、資料の中で、空家という呼び方ですが「き」が入

っているものと入ってないものがございますが、法律上に決まりがあるのか否か、

特に決まりがなければ、表現を統一すればとおもわれますが。また、協議会の名

前についても「き」が入っている。計画は「き」がないので統一してほしい。 

概説の中で活断層は、「頓宮断層」しか記入されていませんが、地震が発生す

る確率が高い断層として頓宮断層が記載されているのがわかりますが、これ以外

にも１５０年前に伊賀上野地震が発生し、その時に東海、東南海、南海の断層が

三連動して動いたことで、木津川断層も関係ないと言えないということで注目さ

れている、想定には無い断層が動くことが問題となっているわけで、あるいは「名

張断層」も伊賀には入っていますし、「家城断層」も入っています。そういった

標記をするべきなのか、しないべきなのか、見解があるかと思いますが、県の防

災の方も頓宮断層だけではなく、それ以外の断層もあるかと思います。正式な形

での記載をすべきかと思われますが。 

空家の定義の中で、建物が有って附属する土地も含めて空家と言われています

が、伊賀市の空き地対策で建物の無い空き地もございますので、空き地と空家の

対策の違い、共通性とか、そのへんがどんな関係があるのか、法律上の関連性が

あれば検討すべきかと思われます。 

会長 ありがとうございました。空家に「き」を入れるか、入れないかという問題です
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が、事務局から説明をしていただけますか。 

事務局  空家の表示については、庁内でも検討を進めている。もともと市が作った空

家の条例では、「き」を入れてある。日本語としては、「き」が入っているのが一

般的ですので、特別措置法ができたときに、「き」がない「空家」として使って

いるので、今後、整理をしていきたいと思っている。法律で使う「空家」という

ものと、それ以外で使う「空き家」との区別をして、標記していきたい。 

    空き地と空家の話として、空き地対策の草刈については、環境政策課が担当し

ており、建物が建っていない空き地については、そちらで対応しています。特別

措置法でいう「空家等」については、建物が建っている敷地というものが対象と

なっていますので、あくまでも、法律に基づいたものと考えています。 

    活断層については、標記をした方が良いかどうかということについては、検討

を行います。 

会長 活断層の件については、早い時期での発生が想定されている活断層としては、木

津川断層は想定されていない。 

    空き地と空家のご指摘の件については、大変良いご指摘だと思います。空家が

発生すると、同時に空き地も発生してきます。 

空家は、除去してしまえば、税金が上がってくることから、取り壊さずに放置

されている状況がある。特定空家等については、指定してしまえば、取り壊す必

要が出てきますし、取り壊しを行えば、更地となり、空き地となる。そのため、

空家と空き地の関連性といったものを整理を行う必要があると思います。 

空家の「き」などについては、次回までに整理を行っていただくとして、これ

以外でのご質問があればお願いします。 

委員  木津川断層については、平成１０年に東京の大学などが調査を行い、発生が８

０００年周期で発生すると報告も出されていますので、想定では入っていないた

め記載の必要はないかと思います。 

会長 ほかにご意見ありますでしょうか。 

委員  空家の実態調査の中で「空き店舗」「空き事務所」「廃工場」などはカウントさ

れてないのか。 

会長 調査を行った空家等についての「等」の説明をお願いします。 

事務局  今回行った空家等実態調査について、居住居宅ということで、専用住宅を対

象としていますので、入っておりません。 

会長 ランドブレインに確認ですが、法律では、専用住宅に特化しているのでしょうか。

国交省はなんて言っているのですか。 

ランドブレイン 厳密に言えば入ることになります。調査の範囲が広がりすぎると、対

策がうちにくいというのが実態だと思います。空家等実態調査については、こち

らでは行っておりませんので、計画策定にどう位置づけているのかはわかりませ
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ん。 

会長 「空き店舗」「空き事務所」「廃工場」などは計画の中にどう位置づけていくのか、

また、第１次計画中では「専用住宅」を重点的に進めて行くとか、計画の中で明

確化する必要がある。 

委員  関連して、計画素案の 33 ページの実態調査の数 2512 個、31 ページの住宅・

土地統計調査の数が 6970 戸と書かれているが、何故、こんなに数が違うのか。 

会長 事務局のほうから説明をお願いします。 

事務局  6970 戸については、住宅・土地統計調査の結果で、全戸調査を行ったわけ

ではなく、推計値で出されています。また、その数値の中には、専用住宅だけで

はなく、賃貸や別荘など全ての住宅が含まれていますので数が多くなっています。

空家等実態調査では、住宅・土地統計調査では、「その他住宅」に当てはまりま

すので、２８ページに書かれているように、全体の数からは少なくなっています。 

委員  データの見方として、注釈を書いていただけたらと思います。 

会長 そうですね。注釈をつけていただくことでお願いします。 

三重県  伊賀市の実態調査2512戸になりますが、戸建住宅で間違いないでしょうか。 

事務局  戸建住宅で間違いありません。 

三重県  空家等に店舗等が入るのかといった委員からの質問がありましたが、特別措

置法上は、住宅以外のものも含まれています。その他工作物や店舗も含まれてい

ます。しかし、空家となっている戸建住宅が社会的にも問題となっているので、

この計画の中にもそういった戸建住宅を目的に取り組むといった内容を、計画の

中で明記して下さい。 

会長 伊賀市が取り扱う空家の定義を、戸建住宅を対象といったことを明記していく必

要があると思います。また、商業地域に指定されていて、建物の前方が空き店舗

で後方が住宅といったものについても、今後、火災の問題など様々な問題が出て

くることが想定され、戸建の住宅を対象としながらも、計画の中で弾力的にそう

した住宅兼店舗といったものも入れて行く事も必要かと思います。 

委員  空家という部分で、一番問題となる部分については、廃工場とかの土壌汚染な

どが周辺地域にとって一番の問題となっている。店舗の中にある有害物質などを

放置することが問題であると考えます。 

会長 店舗と工場も計画に入れてはといったご意見がありますが、事務局はいかがでし

ょうか。 

事務局  次期計画の中で入れて行くことを検討します。 

会長 質問等ございますか。 

委員  伊賀の建物の特徴のひとつとして、本宅や離れなどが農山村地域に多くあり、

建物の破損状況が、全部だめなのか、一部がだめなのか、場合によっては、一部

を賃貸しているといった例もあるように聞いている。そういった状況把握をどう
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していくのか。 

会長 今後そういうことも踏まえて、計画を策定する必要があるかと思います。 

    ほかに、ご意見等ございませんでしょうか。 

委員   利活用の方法を考えていかないと、進んでいかないと思う。人を呼び込んで

いかないといけない。 

会長 計画の次回以降に、具体的な利活用の取組といったことがでてくるかと思います。

その時にご意見をいただきたいと思います。 

    ほかに、ご意見等ございませんでしょうか。 

会長 既に、委員の皆様から、基本的な質問等をいただいたので、この計画で取り扱う

空家の定義や守備範囲について、すこしクリアになってきたので、次回以降焦

点を絞って協議を行っていくことができると思います。特に、伊賀市の計画の

中では、守備範囲を明確にしたほうがいいのかなと思いますので、空家には多

くの種類がありますので、一番最初にする計画の中で全てをやってしまうのは

無理があるかと思いますので、問題点を指摘し、また、空家もありとあらゆる

種類がありますので、空家を明確化していくことが必要なので、第１回目の計

画の中では、何に焦点をあてるか、また、今回、焦点にあたらなかった、空家

については、第２段、３段の計画で取り扱うなど、今後の計画で追加していく

ことが大切なので、計画の最初で取り扱う空家の範囲を明確にすることで、店

舗や工場も委員のご指摘いただいた声を反映し、大都市圏だと分譲マンション

の空家が問題化しており、国土交通省も分譲マンションの建替の合意しやすい

ように、かなり、規制緩和もしてきており、伊賀市の場合は、そういった分譲

マンションもありませんが、そういう問題は顕在していませんが、全国では幅

広い問題が顕在化している。 

パワーポイントの説明で伊賀市の状況がわかりましたが、１７ページの３３

のスライドですが、ご指摘いただいた、危険等と判断できる空家と書かれてい

ますが、何を基準として危険と判断したのかを明記していただきたいと思いま

す。そうすると、この数値の信頼性があがると思います。次に２１ページの地

域別のワークショップで、地域の方の意見を聞いていく中で、内容が抽象的な

ので、私も伊賀のまちづくりに参加して、地域の活性化をどうしたらいいのか

とか、もう少しポイントを絞っていただいたて、空家の活用といった部分に特

化して意見等を聞いていただけたらと思います。住んでいる住民の皆様も近く

に空き家があることも良くご存知なので、あまり、抽象的なことだと、わかり

づらいと思います。具体的に「空家をこういう風に活用を図ったら」といった

事例を出して話し合ってもらって、具体的に「こういう問題が発生したので皆

さんならどうしますか」とかですね、今回の計画にあうように、地域住民の方

の率直な意見を聞いて、それを計画に取り入れると良い計画が出来上がってく



16 

 

ると思いますので、そういったことを検討していただきたいと思います。 

最後の２６ページの５３番のスライドを見ていただくと、今回は専門家の皆

さんが来ていただいているということもあり、改めて日本の課題が書かれてい

て、日本は新築志向で、中古の住宅を買ったりということが不十分であると、

アメリカやイギリスは大変値が高くなっていて、アメリカでも住宅の平均寿命

が１００年弱ありますので、イギリスに関しても１００年弱ありますので、欧

米では多くが１００年あり、住宅を壊してというより、中古住宅を直して使う

といった文化が根付いている。日本ではいろいろな背景があり、住宅は３０年

で、家を建てて一人前といった文化がありますので、それが通用していた時代

はよかったのですが、高齢化社会・人口減少社会といった中で、それが、通用

しなくなってきたので、家を改築して修繕して使っていくということになって

いると思います。 

会長 第２回、第３回と続いていきますので、言い忘れたご意見とかは、その時にでも、

遡ってでもかまいませんので、意見をいただけたらと思います。 

     それでは、次回の開催日、来年１月１４日に開催です。詳しくは、事務局か

らお願いします。 

事務局  次回は、平成２８年１月１４日木曜日午前９時３０分から、場所は、ハイト

ピア伊賀、５階の大研修室で開催いたします。詳しくは、通知させていただき

ますのでよろしくお願い致します。 

会長 ご欠席する場合は、事務局から個々に伺って、意見等をいただくこととしますの

で、ご欠席される場合は、事務局までご連絡をお願いします。以上です。 

市民生活課 会長ありがとうございました。委員の皆様から頂戴した意見を整理させて

いただき、次回に反映させていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。それでは、本日の協議会、ありがとうございました。 

  


